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　気持ちも新たに平成27年を迎えました。

　昨年を振り返ると、数十年ぶりの大雪、広島県の豪雨災害、御嶽山の噴火などの自然災害が相次ぎ、改めて自然の猛威を

実感した年ではなかったでしょうか。

　また、年末に行われた衆議院の解散・総選挙においては、自由民主党・公明党の連立政権が引き続き安定多数を確保した

ものの、この船橋市（千葉４区）では自由民主党の議席を回復することができず、残念な結果となりました。ご支援いただ

いた皆様に深くお礼とお詫びを申し上げます。

　船橋市政にあっては、松戸市長による施政が２年目を迎え様々な新規事業が展開されており、特に、市民の力を引き出し

て街を活性化させようとする試みが多く行われています。

　これにたいし、市議会としても二元代表制の立場から市政をしっかりと監視し、市民の声をより具体的に市政に反映する

ためによりよい議論を行っていかなくてはなりません。

　今年は４月に現在の任期が満了し、改選を迎えることになります。残りわずかの

任期ですが最後まで全力で職務にあたり、引き続き皆様のご信任を得られるよう努

力してまいる覚悟です。

　市民のご支援を賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　ＪＲの線路をまたぎ、海神６丁目と海神町西・南地区を結ぶ西船跨線橋について、12月議会に上程された補正予算において

予算の増額が行われ、賛成多数で可決されました。これについて、下記の通り議案質疑を行いましたのでその模様をお知らせ

します。
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日 色 　耐震補強工事に関わる予算とのことだが、西船跨線橋の現在の状態はどうなっているのか。通行

に危険を生じる状況にあるのか。

道 路 部 長 　平成23年の橋梁点検において、日常の通行に危険を生じるような損傷は認められていない。

日 色 　工事はどのような工法で行われるのか。作業時間帯や工期はどのようになるか。補強工事期間中、

道路の通行に支障はないか。

道 路 部 長 　耐震補強の工法は、橋脚の周りを掘削し、鉄板を巻き付けることで断面を補強するものである。

作業時間帯については、夜間、最終電車終了後、始発電車が走り出すための２時間ほどの間で行う。

このため工事日数も長期間にわたるが、約９カ月、2015年秋口頃に完了する予定である。

　なお、工事期間中、橋脚に接する市道は片側交互通行等の規制がかかるが、総武線をまたぐ本線

については通行に支障はない。

日 色 　今回の工事は市の橋梁耐震化・補修計画に基づくものだと

思うが、市内の他の橋梁の耐震化状況はどうなっているか。

道 路 部 長 　市内の橋梁のうち、跨線橋・跨道橋並びに緊急輸送道路等、

全24橋を重要橋梁と定めており、そのうちの17橋が耐震補

強の必要な橋梁である。平成25年度末時点で10橋が完了し

ており、残り７橋についても平成31年度までに完了する見

込みである。

■平成27年を迎えて ～明るく豊かな船橋の実現を目指して～

日 色 健 人

■西船跨線橋の耐震補強工事始まる
　 ～ 12月議会議案質疑から～

耐震補強工事が行われる西船跨線橋
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去る12月１日（月）、31回目の一般質問に登壇しました。今回は、自動二輪車の駐輪対策についてほか１件を通告し、

市執行部と議論を行いました。以下、その模様をお知らせします。

本年度から市内5小学校で先行的に実施されている放課後子供教室事業が、平成27年度から市内31小学校に拡大し

て実施されることになりました。

この事業は、放課後等に子供たちの安心・安全な活動場所を確保するため、小学校の余裕スペースや教室等を活用し

行われるものです。放課後の子供の居場所としては、これまでも「放課後ルーム」がその役割を果たしてきましたが、

今回の事業はそれに加えて、学校・地域・ボランティア等の協力を得てすべての小学生に安心・安全な活動場所を確保・

提供しようとするものです。

平成27年度から実施される小学校は下記のとおりですが、先行して行われた５校での実績・反

省点などを踏まえ、より良い運営となることを願うものです。

なお、これに関連して12月議会において、子供の入退室管理などに必要なパソコンなどを購入

する費用を計上する補正予算が提出され、賛成多数で可決されました。

※平成26年度にすでに実施している学校…西海神小、芝山東小、田喜野井小、習志野台第一小、大穴北小

■12月議会一般質問
　 ～自動二輪車の駐車対策について～

★自動二輪車の駐輪対策について ～原付２種車両の受け入れを可能に！～

日 色 　近年、原付２種車両（排気量51cc ～ 125cc）のニーズが高まっており、メー

カーも注力していることもあって、市内の登録台数も増加していると聞く。

しかしながら、現在市内の原付駐車場では原付１種（排気量50cc以下）しか

受け入れておらず、原付２種車両の駐車スペースが十分に確保されていない。

　現在市内の原付駐車場では利用率が低い駐車場も複数見受けられるほか、近隣の千葉市・浦安市・

柏市などではすでに原付２種車両の駐車を可能としている事例も見られる。

　そこで伺うが、当市においても、原付駐車場で原付２種車両の受け入れを行うべきと考えるがど

うか。

都市整備部長 　議員ご指摘の通り、原付２種車両は年々登録台数が増えており、平成23年度の登録台数が約5,600

台に対して平成26年度では約6,600台と増加しており、利用者から駐輪場の確保のご意見や要望が

出ている。更に、千葉県オートバイ事業協同組合からも、原付２種車両の駐車を可能にしてほしい

旨の要望を頂いている。これについて、現在策定している「船橋市自転車等の駐車対策に関する総

合計画」素案の中で検討すべき事項としており、これから船橋市自転車等駐車対策協議会において

ご意見をいただきまとめていきたい。

日 色 　今後のスケジュールについて伺う。

都市整備部長 　12月中に船橋市自転車等駐車対策協議会を開催して素案をお示しし、審議を重ねた後、平成27年

5月ごろパブリックコメントを実施し、所要の条例改正等を行い、平成28年度から計画に基づく施

策を開始したい。

日 色 　自動二輪車の駐車スペース確保を推進するために、「船橋

市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を改正し

て、自動二輪車の駐車場確保を義務付け、整備を促進するべ

きではないか。

都市計画部長 　整備を義務付けるとした場合には設置基準の設定にあたり

精度の高い需要の推計が必要になるが、潜在的な需要の把握

が非常に難しい。把握に努める一方で、先進市の基準の設定

などについて調査していきたい。

■放課後子供教室事業が市内31小学校に拡大します

平成27年度から実施される学校

海神南小、湊町小、宮本小、若松小、峰台小、市場小、夏見台小、高根東小、三咲小、二和小、八木が谷北小、咲が丘小、

法典小、塚田小、行田東小、中野木小、二宮小、芝山西小、三山東小、高根台第二小、高根台第三小、高郷小、

習志野台第二小、大穴小、豊富小、小室小

原付２種の受け入れを
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私が委員長を務める文教委員会では、議会の閉会中も様々な活動を行っています。去る11月には秋田県大仙市・横手

市への視察を行ったほか、市内における遺跡の損壊問題についての緊急調査を行いました。以下、委員会活動の模様を

お知らせします。

★秋田県大仙市・横手市を視察～小中学校における学力向上のポイントは？ほか～

11月６日（木）は秋田県大仙市を訪問し、「小中学校における学力向上の

取り組みについて」とのテーマで三浦憲一教育長以下教育委員会幹部の方々

から説明を受けたのち意見交換を行いました。秋田県は近年教育先進県とし

て知られ、全国学力テストでも毎年第一位を維持している県ですが、その中

にあっても大仙市は上位の成績を残していることで知られています。

さまざまなお話を伺いましたが、印象に残ったのは「児童生徒が、保護者が、

学校が、地域社会が『当たり前のことを当たり前にやる』ことができる環境

づくり」という非常にシンプルな考え方でした。それぞれが同じベクトルで

子供の成長を支える基盤づくりを行うとともに、交流と連携による学校活性

化と教育の充実がキーワードになっています。

なかでも、船橋市の学校教育と比較して違いが感じられたのが、地域と学

校の距離の近さです。訪問した市役所に隣接する学校にはそもそもフェンス

が無く、物理的にも開かれていると同時に、ふるさと教育と題して様々な体

験的学習が地域の協力のもと行われています。そして、こうした体験的学習

の強化充実により、豊かな心がはぐくまれ、生活習慣や学習習慣、規範意識、

達成感などにも良い影響を及ぼしていると教育長は分析されていました。

こうした地域と連携した取り組みが、最終的には学力向上といった形とし

て現れているのではないかと考えます。船橋市においても、都市環境の中で

いかに地域と連携して教育活動を行っていくか、今後の検討が必要と感じま

した。

翌11月７日（金）は同じく秋田県横手市を訪問し、議員提案で制定された『「スポーツ立市よこて」でまちを元気に

する条例」について、実際の制定に向けて中心的に動かれた青山豊議員から直接説明を受け、意見交換を行いました。

この条例は、スポーツをキーワードに、元気な街づくりと地域活性化を推進しようとするもので、平成25年３月に全

会一致で可決された、議員提案による政策的条例です。スポーツがもたらす夢や希望、感動に着目し、これらを健康維

持や生活習慣病の予防、高齢者の生きがい、市民同士の連帯感醸成などに役立てるほか、大会や合宿の誘致による地域

経済の活性化などにもつなげることにより、まちづくりを行っていこうとしています。

船橋市においても、昭和58年に「スポーツ健康都市宣言」を行っており、市立船橋高校の活躍など、市としてスポー

ツに着目した取り組みを行っていますが、東京オリンピックを前に改めて当市としてスポーツとどう向き合い、まちづ

くりに生かしていくか考えさせられる視察となりました。

★海老が作貝塚損壊問題について緊急調査～どうして貝塚は失われたか～

11月17日（月）、12月議会開会を目前にして、緊急の委員会を開きました。

これは、市内で唯一残された、縄文時代の貝塚がある大型環状集落跡として

知られる海老が作貝塚が、宅地開発により壊され、新聞報道されたことを受

けて行われたものです。

市によると、土地を所有する業者との間で、調査の実施や保存、市による

買い取りなどの交渉が行われてきましたが、いずれも不調に終わり、強制力

のある法的環境も無かったことから、開発による損壊を防げなかったとのこ

とでした。

確かに、業者に法的な不備はなく、現在の文化財保護法では業者に対し協

力を依頼することしかできないことから、今後の法整備が待たれるところで

すが、そもそもこの貝塚の重要性は数十年前から確認できていたことから、

市による「待ち」の姿勢（開発がされることはないだろうという思い込み、万一開発されることになったらその時に改

めて調査に対して協力を依頼すればいいという考え）が今回の事態を招いたとも言えます。市民にとって過去からの財

産とも言える史跡を守っていくためにも、本当に必要なものには積極的に保存を図っていく必要があります。

大仙市における視察

横手市における視察

宅地開発された海老が作貝塚

■文教委員長奮闘記 ～海老が作貝塚損壊問題を緊急調査～
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　去る11月24日、恒例となった後援会主催の日帰りバス研

修を実施しました。今年は「秩父の夜祭」で知られる秩父神

社を参拝したほか、紅葉真っ盛りの長瀞ライン下りを楽しみ

ました。往復のバスの車中では９月議会・12月議会の報告

と意見交換も行われ、穏やかな天候にも恵まれて有意義な研

修となりました。

■後援会だより

車内では議会報告 秩父神社にて

なごやかに昼食 長瀞ライン下りを楽しみました

■編集後記
早くも市議２期目の任期が満了しようとしています。議

員生活も８年目を終えるにあたり、改めて「どうして僕は
政治家を志したのか？」と初心に返って考えています。政
治をもっと身近にしたい、市民と市政をつなげたい。今年
もなにとぞよろしくお願いいたします。� （健）

■日色　健人（ひいろ・たけと）プロフィール

昭和53年船橋市生まれ　36歳　二葉幼稚園、西海神小学校、
市川学園中・高を経て早稲田大学法学部卒業。サラリー
マン生活を経てアメリカ合衆国西海岸を南北に貫く「パ
シフィック・クレスト・トレイル」全4200kmを徒歩で踏破
（日本人初）。平成19年4月の船橋市議会議員選挙において
3457票を頂き初当選。平成23年4月 5222票を頂き再選。
　自由民主党船橋市支部青年部長・文教委員会委員長・
議会運営委員会委員・私立幼稚園教育振興議員連盟事務
局長・会派「市政会」所属
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第3団副団委員長・
船橋稲門会（早大OB会）事務局長、船橋市国際交流協会会
員、日本山岳会会員、（公社）船橋青年会議所第46代理事
長、保護司、船橋市消防局市民音楽隊隊員 ほか

趣　　味:アウトドアスポーツ（山歩き、キャンプ、カヌー）
愛 読 書:ヘンリー・D・ソロー「森の生活」
座右の銘:Where there is a will, there is a way.
　　　　 （意志あるところ必ず道あり）

活 　 動 　 日 　 誌

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

月 火 水 木 金

船橋駅 東船橋駅
海神駅

東海神駅ほか
西船橋駅 津田沼駅

■朝の駅頭活動スケジュール

　日色健人 Official Web�Site では、市議会レポートのバッ

クナンバーを掲載しているほか、会議録や質問動画へのリン

ク、活動ブログを日々（?）更新しています。お時間のある

ときにぜひ一度ご覧下さい。

アドレスは

http://www.taketo2784.net/ 

（タケトフナバシ.ネット）です。

検索サイトで「日色健人」と入

力いただいてもたどりつけます。

　　　　　　　　　　「ツイッター」使っています。

　アカウントは＠HIIROTAKETOです。ちょっとしたつぶやきを

たまにつぶやいています。

■ホームページをご覧下さい

最近の主な活動の一部をご紹介します。

10月�1日�（水）� ふなばし若手経済ミーティング
10月�3日�（金）� 龍神社祭礼
　　　　　　　県民体育大会船橋市選手団結団式
10月�4日�（土）� 海神４・5丁目自治会地域まつり
10月�7日�（火）� 議会　議会運営委員会
� �� 海神小学校音楽祭
10月�9日�（木）� 公益社団法人日本青年会議所
�～ 12日�（日）� 全国会員大会松山大会
10月15日�（水）� 船橋市老人クラブ連合会設立50周年式典
10月�18日�（土）� 行田東小学校元気村奉仕
10月�19日�（日）� 小栗原稲荷神社大祭
　　　　　　　海神公民館ふれあいまつり奉仕
10月�21日�（火）� さざんか募金運動推進チャリティーコンペ
10月�22日�（水）� 船橋市私立幼稚園教育振興大会
10月�26日�（日）� 国際交流協会インターナショナルフェスティバル
11月�2日�（日）� 本中山地区健康フェスティバル
　　　　　　　船橋市児童生徒科学論文・工夫作品展表彰式
11月�6日�（木）� 文教委員会行政視察
� ～ 7日�（金）� 大仙市・横手市
11月�8日�（土）� 船橋市民マラソン開会式
　　　　　　　船橋小学校新校舎落成記念式典・祝賀会
11月�9日�（日）� すこやか健康まつり奉仕
　　　　　　　市川学園ホームカミングデー
11月�14日�（金）� 議会　議会運営委員会
11月�15日�（土）� 船橋青年会議所青少年事業
�～ 16日�（日）� 於：山梨県北杜市
11月�17日�（月）� 議会　文教委員会
11月�18日�（火）� 青少年問題協議会
11月�19日�（水）� 議会　開会日
11月�22日�（土）� 早稲田大学校友会千葉県稲門祭
11月�24日�（月）� 後援会日帰りバス研修
11月�27日�（木）� 議会　議案質疑
～12月4日（木）� 一般質問
12月�6日�（土）� 海神小学校PTAバザー奉仕
12月�8日�（月）� 保護司会研修会
12月�12日�（金）� 議会　文教委員会
12月�14日�（日）� 海神６丁目東・西町会餅つき
12月�16日�（火）� 議会　予算特別委員会
12月�19日�（金）� 議会　閉会日
12月�21日�（日）� ボーイスカウト歳末助け合い募金
12月�24日�（水）� 西船みどり保育園一日園長� ほか

■市政報告会を開催します
　今年も市政報告会を開催します。皆様お誘い合わせの�

うえ、ぜひご参加ください。

会費無料・事前参加申し込み不要

海神公民館

☎047-420-1001

海神6-3-36

京成海神駅から

徒歩約１分

日　時：平成27年3月15日（日）

　　　　16時～ 17時半（受付15時半～）

場　所：海神公民館講堂
（公共交通機関をご利用ください）

会場の
ご案内

京成本線 至
船
橋

至
上
野 駐

車
場

海神公民館
コンビニエンス
ストア

至千葉
海神駅入口

至市川 国道14号

海神駅

駐
車
場

※法律の規定により、年賀状など時候の挨拶に制限があります。何卒ご了承下さい。


